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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１２年７月分
No.３０８

歴史のなかの人間
小林 青樹/ほか著
國學院大學栃木短期大学/編集 おうふう/発行
2012.5 227p 19cm 1800 円
（ 野州叢書 3 ）
前橋妙安寺に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1770 号】

発行日
発 行

平成 24(2012)年 8 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196
・本紙は新聞等及び当館で入手した群馬県関係資
料の出版情報です。
・同じ分類の中は書名の５０音順（書名等が不確
定なものは［ ］で表示）に並んでいます。

2 歴史･伝記･地理

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
伊香保・草津 群馬
昭文社/発行
2012.7 119p 18cm 800 円
（ ことりっぷ ） 【TRC 新刊案内 1771 号】

・群馬県立図書館では県関係資料の収集、情報入
手に努めておりますので、情報をお持ちの方は
当館までご一報いただければ幸いです。

一度は行ってみたい日本の絶景 感動と癒しの名
景へ。究極の風光明媚７７選
洋泉社/発行
2012.8 111p 29cm 1600 円
（ 洋泉社 MOOK ）
尾瀬ヶ原と妙義山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1775 号】

０ 総記
群馬県立文書館収蔵文書目録 ３０
佐波郡境町東 福島英一家文書
利根郡新治村 新治村布施区有文書
群馬県立文書館/編集･発行
2012.3 [8,]164p 30cm

内村鑑三をよむ
若松英輔/著 岩波書店/発行
2012.7 63p 21cm 500 円
（ 岩波ブックレット No.845 ）
【TRC 新刊案内 1775 号】

【受贈】

群馬美少女図鑑 2012 SUMMER vol.14 flavor
トロワデザイン(高崎市)/発行
2012.5 79p 21cm
【 受贈 】
双文 第２９号
群馬県立文書館/編集･発行
2012.3 77p 21cm

描かれた民族－文人画家･千輝玉斎の世界－
さいたま民俗文化研究所/作成
群馬県佐波郡玉村町教育委員会/発行
2012.3 43p 30cm
【 受 贈】
太田市内遺跡７（おおたしないいせきなな）
平成２２年度調査
群馬県太田市教育委員会/編集･発行
2012.3 [4,]38,[5]p 30cm
【受贈】

【 受贈 】

沼田市子ども読書活動推進計画（第二次）
沼田市教育委員会/編集･発行
2012.3 9p 30cm
【受贈】

おおたんの史跡探検ガイドマップ
太田市教育委員会/制作
2011.7 折りたたみ 52 × 74cm
【受贈、上毛 7/26】
オクマン山古墳
太田市教育委員会文化財課/発行
2012.3 7p 30cm
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【受贈】

〔2012.8〕

尾瀬の自然保護 群馬県特殊植物等保全事業調査
報告書 第３３号
群馬県尾瀬保護専門委員会/編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室/発行
2010.3 148p 30cm
【受贈】

写真でみる榛名地域の古墳 榛名町誌 通史編
上巻 訂正版
[榛名町誌編さん委員会/編集]
[榛名町誌刊行委員会/発行]
[2011.9] [43p] 26cm
【受贈】

上高田熊野上遺跡 松義中部地区遺跡群Ⅰ （か
みたかたくまのうえいせき まつぎちゅうぶちく
いせきぐんいち） 県営農地整備事業松義中部地
区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
富岡市教育委員会/編集･発行
2012.3 [11,]179p 写真図版 4,72p 付図 7 枚
30cm
【受贈】

城ノ内遺跡（じょうのうちいせき） 総合太田病
院建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県太田市教育委員会/発行
2012.3 [14,]168p 写真図版 44p 30cm
【受贈】
ＳＴＥＰ 森田あゆみ、トップへの階段
神仁司/著 出版芸術社/発行
2012.6 245p 19cm 1400 円
森田氏は太田市出身【TRC 新刊案内 1771 号】

気力が人をつくる
須藤宜/著 早稲田出版/発行
2012.4 172p 19cm 780 円
著者は上武大学名誉教授
【上毛 7/16、TRC 新刊案内 1766 号】

せかい伝記図書館 ３０ 渡辺崋山 勝海舟 西郷
隆盛 改訂新版
子ども文化研究所/監修 いずみ書房/発行
2012.6 61p 19cm 750 円
【TRC 新刊案内 1771 号】

群馬に泊まって群馬で遊ぼう！ ググっとぐんま
観光キャンペーン プレゼント＆クーポンキャン
ペーン
観光宣伝推進協議会/作製
[2012.7] A4 判
【上毛 7/10】

せかい伝記図書館 ３２ 伊藤博文 田中正造 北
里柴三郎 改訂新版
子ども文化研究所/監修 いずみ書房/発行
2012.6 61p 19cm 750 円
【TRC 新刊案内 1771 号】

県央エリア 前橋市･伊勢崎市･渋川市･榛東村･吉
岡町･玉村町 ググっとぐんま観光キャンペーン
エリア別ガイド
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会県央地域部
会/発行
[2012.7] 16p 30cm
【 受贈】

総理の器量 政治記者が見たリーダー秘話
橋本五郎/著 中央公論新社/発行
2012.7 198p 18cm 740 円
（ 中公新書ラクレ 421 ）
中曾根康弘氏(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1775 号】

県内遺跡発掘調査報告書 平成２２年度 群馬県
内公共開発に伴う
群馬県教育委員会事務局文化財保護課/編集･発
行
2012.3 [5,]48p 写真図版 4p 30cm 【受贈】

塚廻り古墳群
太田市教育委員会文化財課/発行
2012.3 15p 30cm

山野草講義録 小山征男先生遺稿集
みやま山草会中央植物園(高崎市)/発行
2012.3 [8,]294p 30cm
小山氏は中央植物園(高崎市)を設立
【受贈、上毛 7/17】

塚廻り古墳群（つかまわりこふんぐん） (地域)
県営農地防災事業 渡良瀬川中央３－２期地区
(神の前水路改修工事)に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書
太田市教育委員会/発行
2012.3 [8,]34p 写真図版 12p 30cm【受贈】

篠崎四郎拓本史料の研究
斎木勝/著 2012.3 29p 26cm
『千葉県立中央博物館研究報告－人文科学－第
１２巻第２号』抜刷
群馬県に関する記述あり
【受贈】

天良七堂遺跡３（てんらしちどういせきさん）
平成２１～２３年度 新田郡衙の確認調査報告書
群馬県太田市教育委員会/編集･発行
2012.3 [10,]82p 写真図版 26p 30cm【受贈】

下高田上原遺跡Ⅱ 上高田筑前上遺跡 松義東部
地区遺跡群Ⅱ （しもたかたかみはらいせきに
かみたかたちくぜんうえいせき まつぎとうぶち
くいせきぐんに） 県営農地整備事業松義東部地
区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
富岡市教育委員会/編集･発行
2012.3 [5,]42p 写真図版 2,16p 付図 1 枚
30cm
【受贈】

〔2012.8〕

【 受 贈】

中之条町指定史跡 内山城址 桑田城址（なかの
じょうまちしていしせき うちやまじょうし く
わたじょうし） 東京電力株式会社西上武幹線(西
群馬渋川区間)鉄塔建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
中之条町教育委員会/編集･発行
2012.2 [6,]12p 写真図版 3p 30cm【 受贈】
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新島八重と夫、襄 会津・京都・同志社
増補改訂
早川廣中･本井康博/共著 思文閣出版/発行
2012.5 4,195,3p 19cm 1200 円
【TRC 新刊案内 1771 号】

乱世の名将治世の名臣
中村彰彦/著 講談社/発行
2012.7 276p 19cm 1400 円
長野業正に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1774 号】

新島八重の維新
安藤優一郎/著 青春出版社/発行
2012.6 221p 18cm 781 円
（ 青春新書 INTELLIGENCE PI-360 ）
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1770 号】

るるぶ桐生市 特別編集版
桐生観光協会/発行
JTB パブリッシング/企画制作
[2012.7] 16p 【桐生タイムス 7/7、上毛 7/12】
るるぶ群馬 '１３
JTB パブリッシング/発行
2012.8 161p 26cm 800 円
（ るるぶ情報版 ）【TRC 新刊案内 1775 号】

日本人は何を考えてきたのか 明治編 文明の扉
を開く
NHK 取材班/編著 NHK 出版/発行
2012.6 283p 20cm 1800 円
足尾銅山鉱毒事件と田中正造に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1774 号】
花の百名山登山ガイド 上 北海道、東北、北関
東 上信越、中央沿線
山と溪谷社/発行
2012.7 190p 21cm 2200 円
（ ヤマケイアルペンガイド NEXT ）
尾瀬、至仏山、谷川岳に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1772 号】

3 社会科学
いきいき子育てガイドブック 平成２４年度
子育て支援情報のご案内
桐生市保健福祉部子育て支援課/編集・発行
2012 [30p]
【桐生タイムス 7/17】

榛名町誌 通史編 上巻 原始古代･中世
榛名町誌編さん委員会/編集
榛名町誌刊行委員会/発行
2011.9 [41,]781p 付図 3 枚 27cm 【受贈】
榛名町誌 民俗編
榛名町誌編さん委員会/編集
榛名町誌刊行委員会/発行
2011.9 [32,]461p 付図 2 枚

27cm

伊勢崎市議会定例会会議録 平成24年第1回
平成24年2月22日開会 平成24年3月21日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2012.6 5,248p 30cm
【受贈】
学校要覧 平成２４年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
2012 39p 30cm

【受贈】

ブルーノ・タウト 日本美を再発見した建築家
田中辰明/著 中央公論新社/発行
2012.6 3,195p 18cm 760 円
（ 中公新書 2169 ）【TRC 新刊案内 1773 号】

甘楽町第５次総合計画 KANRAプラン
ラッとかんら安心のまち
群馬県甘楽町/発行
2012.3 93p 30cm

【受贈】
輝き

キ

【 受 贈】

山・音・色
KIKI･野川かさね/著 山と溪谷社/発行
2012.7 159p 20cm 1500 円
尾瀬ヶ原に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1772 号】

甘楽町第５次総合計画 KANRAプラン 輝き キ
ラッとかんら安心のまち ダイジェスト版
群馬県甘楽町/発行
2012.3 [8p] 30cm
【受贈】

山と写真 カメラを持って山に出かけよう
野川かさね/著 実業之日本社/発行
2012.7 77p 21cm 1200 円
（ ブルーガイド ）
尾瀬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1773 号】

桐生祇園祭新聞 本町四丁目
桐生市本町四丁目の若衆会「本町四丁目世話方」
/発行
2012.7 6p B4 判
桐生祇園祭の魅力を分かりやすく紹介する冊子
【桐生タイムス 7/11･20】
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〔2012.8〕

ＺＯＮＥ 創刊号 フリーペーパー
アットリフ(藤岡市)/発行
2012.7 16p
藤岡市を発行エリアとする地域の行事や店舗、
市民活動を発信する無料タウン誌
【上毛 6/26、ぐんま経済 7/5】

群馬県ＮＰＯ･ボランティア実態調査報告書 ぐ
んまの市民活動団体 現在のすがた
群馬県生活文化部 NPO・ボランティア推進課/
発行
2012.3 103p 30cm
【受贈】
群馬県議会会議録 平成24年2月定例会
自平成24年2月20日 至平成24年3月19日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2012.5 8,408p 30cm
【受贈】

高崎経済大学地域政策研究センター年報
２０１１年度 第１０号
高崎経済大学地域政策研究センター/編集･発行
2012.3 38p 30cm
【受贈】

群馬歴史民俗 第３３号
群馬歴史民俗研究会/編集･発行
2012.3 114p 21cm

【受贈】

公営企業の概要 平成２４年度
群馬県企業局/編集･発行
2012 59p 30cm

【受贈】

地方凡例録 祠部職掌類聚 影印
大石久敬/著 近世歴史資料研究会/編
科学書院/発行 霞ケ関出版/発売
2012.6 736p 27cm 50000 円
（ 近世歴史資料集成 第 7 期第 3 巻 ）
別冊付録：解読･解説･索引編 503,19p 26cm
【TRC 新刊案内 1771 号】

【受贈】

はばたく群馬の指導プラン
群馬県教育委員会/作成
[2012.7]

高体連 第６２号（平成２３年度）
群馬県高等学校体育連盟/編集･発行
2012.5 [10,]229p 30cm

【上毛 7/23】

母子世帯等実態調査報告書 平成23年11月1日現
在
群馬県健康福祉部子育て支援課ひとり親家庭支
援係/編集･発行
2012.4 98p 30cm
【 受 贈】

こまちウエディング 秋号
ニューズ・ライン群馬支店/発行
[2012.7] 300 円
【ぐんま経済 7/12】
ザ・対決 権力闘争の日本史
板垣英憲/ほか著 世界文化社/発行
2012.7 207p 19cm 1300 円
（ 事件と人物 知るほど歴史は面白い! ）
角福戦争に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1772 号】

ライフ＆タックス 税金ってどんなもの？ 学習
してみよう。 平成２４年度版 税に関する資料
中学３年生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2012 10p 30cm
【受贈】

産業研究（高崎経済大学産業研究所紀要）
第４７巻第２号 通巻７７号
高崎経済大学産業研究所/発行
2012.3 39p 26cm
【受贈】
消費生活に係る県民意識調査 概要版
群馬県生活文化部消費生活課/発行
2012.3 18p 30cm
【 受贈 】
消費生活に係る県民意識調査報告書
群馬県生活文化部消費生活課/発行
2012.3 241p 30cm
税金ってなぁーに 平成２４年度版
資料 小学６年生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2012 10p
30cm

4 自然科学
きくいただき No.３９
日本野鳥の会吾妻/発行
2012.4 54p 26cm

【受贈】
税に関する

鉱物ウォーキングガイド関東甲信越版 歩いて楽
しい!鉱物めぐり26地点
松原聰/著 丸善出版/発行
2012.5 186p 19cm 1900 円
茂倉沢鉱山(桐生市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1770 号】

【受贈】

創立４０周年記念誌 佐藤交通遺児福祉基金
佐藤交通遺児福祉基金(前橋市)/発行
2012.1 48p 30cm
【 受贈 】

〔2012.8〕

【 受 贈】
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[設立７周年記念誌]
多野藤岡地域リハビリテーション研究会/発行
[2012.7] 147p A4 判
【上毛 7/2】

東京で味わうご当地の味全国アンテナショップめ
ぐり
地球の歩き方編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ社/発行
2012.7 96p 26cm 838 円
（ 地球の歩き方 MOOK ）
ぐんまちゃん家に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1772 号】

全国ジオパーク完全ガイド ジオを楽しむ新しい
旅のガイドブック!
マイナビ/発行
2012.6 128p 30cm 1600 円
下仁田ジオパークに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1772 号】

日本一おいしい給食レシピ 全国学校給食甲子園
入賞校の72献立
全国学校栄養士協議会/監修 宝島社/発行
2012.7 103p 26cm 838 円
（ TJ MOOK ）
沼田市白沢調理場の給食レシピに関する記事あ
り
【TRC 新刊案内 1771 号】

日本の地質構造１００選
日本地質学会構造地質部会/編集
朝倉書店/発行
2012.5 6,171p 26cm 3800 円
跡倉クリッペ(下仁田町)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1770 号】

豚肉料理グルメマップ ＴＯＮＴＯＮのまちまえ
ばし 第８版
ようこそまえばしを進める会/発行
[2012.7] [30cm]【産経 7/20、ぐんま経済 7/26】

5 技術･工学･家政学･生活科学
織物のまち、桐生と勝山 輸出向け羽二重のルー
ツと桐生織の魅力
はたや記念館ゆめおーれ勝山/編集･発行
2012.3 84p 21cm
（ はたやブックレット 1 ）
【受贈】

6 産業
航空機事故に学ぶ 危険学の視点
小林忍/著 講談社/発行
2012.6 319p 19cm 1500 円
日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事故に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 1770 号】

関東大人のための工場見学&社会科見学
TOKYO 休日ネットワーク/著
メイツ出版/発行
2012.6 128p 21cm 1600 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1770 号】
群馬県水防計画 平成２４年度
群馬県/発行
2012 438p 31cm

終着駅はこうなっている レールの果てにある、
全70駅の「いま」を追う
谷崎竜/著 交通新聞社/発行
2012.6 267p 18cm 800 円
（ 交通新聞社新書 043 ）
横川駅に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1771 号】

【受贈】

群馬県の工業 平成22年工業統計調査結果報告書
群馬県企画部統計課/発行
2012.3 184,134,41p 30cm
【受贈】
群馬の注文住宅 ２０１２夏秋
リクルート/発行
[2012.7] 380 円

ｓｈｏｒｔｃｏｃｏ ｓｐｅｃｉａｌ ｉｓｓｕｅ
プレビジョン/発行
2012.6 64p 30cm 933 円
（ KADOKAWA MOOK 443 ）
赤城自然園(渋川市)に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1774 号】

【上毛 7/21】

シルクカントリーｉｎ富岡製糸場 世界を変えた
日本の技術革新
ぐんま絹遺産ネットワーク活用実行委員会･フ
ィールドミュージアム「21 世紀のシルクカン
トリー群馬」推進委員会/発行
2012.3 60p 30cm
（ Silk Country Gunma21 絹 の物語 未来へ ）
【受贈】

スーパーリアル鉄道情景 Ｎゲージレイアウトで
再現する名シーン
ネコ・パブリッシング/発行
2012.5 111p 30cm 1714 円
（ NEKO MOOK 1781 ）
水上駅の周辺の情景をテーマにしたレイアウト
を紹介している
【TRC 新刊案内 1770 号】
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〔2012.8〕

全国あいどるｍａｐ ２０１２-２０１３
エンターブレイン/発行
2012.7 127p 26cm 1429 円
CoCoRo 学園(群馬県)に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1773 号】

ＢＵＣＫ－ＴＩＣＫ ＧＵＩＴＡＲ ＡＲＣＨＩ
ＶＥＳ １９８７－２０１２
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2012.7 145p 29cm 3333 円
BUCK-TICK の櫻井敦司･今井寿･星野英彦は藤
岡市出身、樋口豊･ヤガミトールは高崎市出身
【TRC 新刊案内 1774 号】

日本航空123便の御巣鷹山墜落事故に係る航空事
故調査報告書についての解説（62-2 日本航空株
式会社所属ボーイング式747SR-100型JA8119、群
馬県多野郡上野村山中、昭和60年8月12日）
[運輸安全委員会事務局/発行]
[2011.7] 4,34p 30cm
【自館作成】

町田久美画集
町田久美/著 青幻舎/発行
2012.7 117p 27cm 5000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1773 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

8 語学

シェルパ斉藤の厳選トレイルガイド オリジナル
&極上人気ルートＢＥＳＴ２５
枻出版社/発行
2012.6 143p 26cm 1200 円
（ エイムック 2411 ）
雪国山岳縦走(谷川岳→猿ヶ京温泉)コースに関
する記述あり
【TRC 新刊案内 1773 号】

仲間 平成２３年度 学級文集
[沼田市立多那小学校６年/著･発行]
[2012.3] [108p] 26cm 【受贈、上毛 7/4】

全国ベストトレイル 上 北海道･東北･上信越･
八ケ岳･南アルプス･関東
山と溪谷社/発行
2012.7 221p 21cm 2000 円
（ ワンゲルガイドブックス 07 ）
谷川主脈･谷川馬蹄形コースに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1772 号】

9 文学
いのちのラブレター
川渕圭一/著 幻冬舎/発行
2012.6 307p 16cm 571 円
（ 幻冬舎文庫 か-35-5 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1771 号】

淡彩心やさしい花 新装版
浅見明子/著 日貿出版社/発行
2012.7 111p 26cm 2000 円
著者はギャラリー「木洩れ日館」(前橋市)を開
館
【TRC 新刊案内 1775 号】

思いでつづり 小さな自分史 第６号
１０周年記念号
ぐんま自分史の会(伊勢崎)/発行
2012.6 172p 21cm 700 円

なかにしあかね歌曲集
なかにしあかね/作曲
河合楽器製作所・出版部/発行
2012.7 60p 26cm 1900 円
星野富弘の詩「鳥の宅配便屋さん」と「木の葉」
に、なかにしあかねが付曲した歌曲収録
【TRC 新刊案内 1773 号】
日本近代洋画にみる“自然と人間”
年記念
スタンリー･N.アンダソン/翻訳
群馬県立館林美術館/編集･発行
2011.9 100p 29cm

〔2012.8〕

【受贈】

寒素振り 島田山歩作品集
島田山歩/著 あさを社(高崎市)/発行
2012.6 203p 20cm
著者は高崎市在住
【受贈】
グスコーブドリの伝記
宮澤賢治/原作 司修/文と絵 ポプラ社/発行
2012.7 30p 19 × 27cm 1300 円
（ ポプラ社の絵本 13 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1774 号】

開館１０周

群馬県立女子大学国文学研究 第３２号
群馬県立女子大学国語国文学会/編集･発行
2012.3 107,34p 21cm
【受贈】

【受贈】
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上毛国語 第７７号
群馬県高等学校教育研究会国語部会/編集･発行
2012.3 121p 21m
【受贈】

文豪たちの釣旅
大岡玲/著 フライの雑誌社/発行
2012.6 287p 18cm 1143 円
（ フライの雑誌社新書 ）
坂口安吾に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1771 号】

すずかけ通りのじてんしゃ屋
東風琴子/作 つるみゆき/絵 ストーク/発行
2012.7 212p 22cm 2000 円
（ 童話集 3 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1775 号】

ボールのようなことば。
糸井重里/著 東京糸井重里事務所/発行
2012.4 289p 15cm 740 円
（ ほぼ日文庫 HB-001 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1775 号】

スローカーブを、もう一球 改版
山際淳司/著 角川書店/発行
2012.6 285p 15cm 552 円
（ 角川文庫 や 10-1 ）
高崎高校が舞台として描かれている
【TRC 新刊案内 1773 号】

前橋文学館研究紀要 第５号
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館
/発行
2012.3 28p 26cm
【受贈】

竹島
門井慶喜/著 実業之日本社/発行
2012.6 386p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1772 号】

前橋文学館研究紀要 第４号
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館
/発行
2011.3 47p 26cm
【受贈】

鉄道の文学誌
小関和弘/著 日本経済評論社/発行
2012.5 19,352p 21cm 3400 円
（ 近代日本の社会と交通 14 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1770 号】

むかしの汽車旅
出久根達郎/編 森鷗外/ほか著
河出書房新社/発行
2012.7 259p 15cm 760 円
（ 河出文庫 て 4-2 ）
「常磐線」田山花袋/著、「汽車の中で」萩原朔
太郎/著、「解散列車」坂口安吾/著収録
【TRC 新刊案内 1774 号】

トルストイ大地の作家
糸川紘一/著 東洋書店/発行
2012.6 8,345p 19cm 2500 円
（ ユーラシア選書 18 ）
著者は以前、群馬工業高等専門学校に勤務して
いた
【TRC 新刊案内 1772 号】

ルルとララのしらたまデザート
あんびるやすこ/作･絵 岩崎書店/発行
2012.6 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 34 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1770 号】

涙のシンシン 地獄の戦場東部ニューギニア戦線
･ジャングルに生きる
中島松夫/語り 岩崎利雄/文
2012.5 [12,]189p 21cm
中島氏と岩崎氏は伊勢崎市在住
【受贈】
日本語を味わう名詩入門 9 萩原朔太郎/室生犀
星
萩原朔太郎･室生犀星/著 あすなろ書房/発行
2012.6 103p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1772 号】

県関係者の一般著作
おしゃべり外科医の歴史談義 続
松峯敬夫/著 朝日出版社/発行
2012.6 223p 22cm 1800 円
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1771 号】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ４７
うつくしい島の巻 沖縄の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2012.6 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1772 号】
沼光 歌集 第２７号
館林歌人クラブ/発行
2012.5 106p 22cm 1500 円

からだのニオイは食事で消す 体臭は内臓からの
注意信号
岡部賢二/著 河出書房新社/発行
2012.6 191p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1773 号】

【受贈】
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〔2012.8〕

川は生きている 新装版
富山和子/作 大庭 賢哉/絵 講談社/発行
2012.6 156p 18cm 580 円
（ 講談社青い鳥文庫 76-4 ）
富山氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1772 号】

飛行機設計入門 ２ 安定飛行理論 飛行機を安
定に飛ばすコツ
片柳亮二/著 日刊工業新聞社/発行
2012.6 7,181p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1773 号】
『万葉集』有間皇子の歌二首から見る古代･現代
の風俗･習慣
石田健/著 あさを社(高崎市)/発行
2012.5 175p 20cm
著者は元前橋育英高等学校教諭
【受贈、上毛 7/8】

韓国が漢字を復活できない理由
豊田有恒/著 祥伝社/発行
2012.7 211p 18cm 760 円
（ 祥伝社新書 282 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1774 号】
奇跡の指先 神宮麻実Ｎａｉｌ‐Ｂｏｏｋ
神宮麻実/著 講談社/発行
2012.6 95p 21cm 1200 円
（ 1 週間 MOOK ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1773 号】

よくわかる最新無線工学の基本と仕組み 無線技
術を担うアナログ高周波の動作原理
小暮裕明･小暮芳江/著 秀和システム/発行
2012.7 295p 21cm 1600 円
（ 図解入門 How ‐ nual ）
小暮裕明氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1773 号】

ゲームの流儀 ゲームクリエイターロングインタ
ビュー集
多根清史/ほか取材･文 太田出版/発行
2012.7 431p 19cm 2200 円
糸井重里氏(群馬県生まれ)へのロングインタビ
ューを収録
【TRC 新刊案内 1772 号】
国宝神護寺三像とは何か
黒田日出男/著 角川学芸出版/発行
2012.6 366p 19cm 2000 円
（ 角川選書 509 ）
著者は群馬県立歴史博物館館長
【TRC 新刊案内 1773 号】

視聴覚資料
Ｉｎｖｏｖａｔｉｏｎ／祈り（CD)
城代さや香/バイオリン
[2011.7] 8 曲 2520 円
城代氏は太田市出身
【上毛 7/28】

催眠セラピー体験しました!
宮咲ひろ美/著 くりの丞/監修
イースト・プレス/発行
2012.6 143p 21cm 1180 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1771 号】

おとのおやつ（CD)
遠藤瑞香/ピアノ
2011.6
遠藤氏は桐生市生まれのみどり市育ち
【上毛 7/14】

「ズバリわかる!」診療報酬改定 2012年診療報
酬改定の重要ポイント集
木村憲洋/著 照林社/発行
2012.6 91p 26cm 2200 円
著者は高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報
学科准教授
【TRC 新刊案内 1772 号】

できることからはじめよう（CD)
YUKA/演奏
[2011.7] 12 曲 2000 円
全国都市緑化ぐんまフェア(2008 年)おおた会
場のテーマソング「oh town forever ～おおたん
ふぉえば～」収録
YUKA 氏は太田市出身
【上毛 7/28】

小さなコミュニティ 住む･集まる･つながること
渡辺真理･下吹越武人/編著 彰国社/発行
2012.7 227p 19cm 2000 円
渡辺氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1774 号】
なるほど漢字物語 白川静文字学入門
小山鉄郎/著 共同通信社/発行
2012.7 214p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1773 号】

電子資料
群馬県水防計画 平成２４年度（CD-ROM）
[群馬県県土整備部河川課/発行]
2012
【受贈】

〔2012.8〕
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